
【編集】厚別区総務企画課広聴係　　895-2428 / FAX 895-2403

厚別ふれあい・ほっと・ステーション
広報ラジオ番組厚別区役所関連施設

FMドラマシティ（77.6MHz）で
毎週水曜日10時45分から生放送！

過去の放送は厚別区役所ホームページから

3月1日現在、（　）は前月比

厚別区の人口・世帯数

世帯数 57,035世帯（-11）
人　 口 126,082人（-36）

（以上、〒004-8612 厚別中央1の5）

（〒004-0007 厚別町下野幌45-39）

まちづくりセンター厚別区役所 895-2400（代表）
厚別保健センター  895-1881

厚別区土木センター  897-3800
厚別南（厚別南1） 891-1666
厚別中央（厚別中央4の3） 891-3907

厚別西（厚別西2の3） 891-4555
もみじ台（もみじ台北7） 897-6121
青葉（青葉町3） 892-8177
厚別東（厚別東4の4） 897-2885

4月17日
4月24日

厚別区少年軟式野球連盟
夢市場あつべつ

5月 1日
5月 8日

お休み
歴史施設モデルコース

厚別区　広報ラジオ

1950年（昭和25年）7月1日、白石村が札幌市と合
併し、白石村の一部だった厚別も札幌市となりま
した。市民会館では合併記念式典(上記写真)が行
われ、当時の新聞は合併の日の様子を「全市喜
びにあふれる」という見出しで伝えています。
しかし、合併から1カ月後の7月31日から8
月1日にかけて、豪雨が市内各地を襲いま
す。厚別でも水害が発生しましたが、財政
力豊かな札幌市の一部となっていたた

め、復旧作業を速やかに行うことができました。
また、住民サービス向上のため、現在の厚別中央に
戸籍事務などを行う白石支所厚別分室が設置さ
れたり、道路や橋の整備、小学校の増改築が一
つ一つ進められたりするなど、合併以降、厚別
はどんどん発展していきました。当時の人た
ちは、札幌市と合併したことの強みを感じ
たといいます。

厚別が札幌市と合併

2019年

4月
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んなで祝おう♪みんなで
祝おう♪

30周年30周年30周年

厚別区は1989年（平成元年）に白石
区から分区、今年の11月6日に誕生か
ら30周年を迎えます。今月の特集で
は、30周年を記念したイベントや取り
組みなどの概要をお届けします。

厚別区
の誕生日厚別区
の誕生日

11月6日

本年度の広報さっぽろ本年度の広報さっぽろ

厚別区版では、30周厚別区版では、30周

年事業の情報はもちろ年事業の情報はもちろ

ん、まちづくりに携わん、まちづくりに携わ

る人たちや各地区の見る人たちや各地区の見

どころなど、厚別区のどころなど、厚別区の

さまざまな魅力を発信さまざまな魅力を発信

していきます！していきます！

厚別区の概要や歴史、地図を厚別区の概要や歴史、地図を

掲載した「厚別区ガイド」を掲載した「厚別区ガイド」を

リニューアル！30年のあゆリニューアル！30年のあゆ

みや防災情報、コース別の見みや防災情報、コース別の見

どころなど、厚別区の情報がどころなど、厚別区の情報が

盛りだくさん！厚別区役所や盛りだくさん！厚別区役所や

区内各まちづくりセンターな区内各まちづくりセンターな

どで配布しています。どで配布しています。

厚別区の魅力を再発見！

厚別区役所ホームページ厚別区役所ホームページ
30周年特設ページでも30周年特設ページでも
情報を発信中！情報を発信中！

表紙では表紙では
厚別区のあゆみを厚別区のあゆみを
写真で紹介！写真で紹介！

裏面は便利なマップ！裏面は便利なマップ！

イベントや取り組みの内容は、
町内会・自治会や各種団体、企業
など地域の皆さんで構成される
厚別区誕生30周年記念事業検
討委員会で検討しています。
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札幌市立大学デザイン学部に制作協力
を依頼。選ばれたのは人間空間デザイ
ンコース3年・石

いし

井
い

桃
もも

子
こ

さんの作品。親
しみやすく、また見やすいデザインと
なっているのがポイントで、区民が厚
別区を誇らし
く思えるように、
ピカットくん
が厚別区を誇
らしげに抱え
ています。

イベントのチラシ・ポスター、町内

会だより、ホームページ、商品のパッ

ケージなどに利用して、共に30周年

を盛り上げませんか？ ロゴマーク

を活用した企業・団体は、厚別区役

所ホームページで紹介します。

30周年記念ロゴマーク

30周年をお祝いするための
ロゴマークが決定！

黄黄は明るい街、
緑緑は豊かな自然、
青青は澄んだ空
を表しているんだよ♪

ピカットくん

30周年を機に、愛らしくリニューアル！
厚別区公式キャラクターとして、さまざまな場面に登場して厚別区

を盛り上げていきます。

ピカットくんがあしらわれた防災グッズやキャラクターグッズなど

も発売予定！また、イラストだけではなく、実際の姿もかわいらし

くなりました。地域のイベントなどにも呼んであげてください♪

地域振興課 b895-2442詳細

厚別区のキャッチフレーズを募集します。

地域振興課 b895-2442
FAX 895-5930
E at.chiiki@city.sapporo.jp

申込先・詳細
株式会社リビングワーク、医療法人徳洲会 札幌徳洲会
病院、上野幌中央第5町内会、医療法人サンプラザ新
札幌循環器病院、こども食堂「もくきち」、北星学園
大学・北星学園大学短期大学部、上野幌中央第8町内会、
小野幌老人クラブ、札幌どうぶつ葬社、厚別南地区社
会福祉協議会、ホテルエミシア札幌（届出順・敬称略）

ロゴマークを活用した企業・団体（3/13現在）

「これからの厚別」をイメージできるような、あなたが考える厚別区の魅力を、

おおむね20文字以内で簡潔かつ印象的に表現してください。

（※厚別区誕生30周年にはとらわれません）

【応募期間】 4月11日（木）～6月10日（月）

【応募方法】 厚別区役所または区内各まちづくりセンター、

　　　　　 厚別区役所ホームページで配布する申込用紙で

【選　　考】 区民の皆さんによる投票を行い、11月上旬に決定します

詳細　地域振興課 b895-2442

検索厚別　30周年ロゴ

検索厚別区キャッチフレーズ

▲石井さん（左）、浅
あさ

野
の

 正
まさ

信
のぶ

 厚別区長
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イ
ント
などに

参加して、30周年を盛り上げよう♪
イベ
ント
などに

参加して、30周年を盛り上げよう♪

青葉地区青葉地区

厚別南地区厚別南地区 もみじ台地区もみじ台地区

厚別西地区厚別西地区

新さっぽろ音楽の日
～M

ミュージック

USIC P
ポ ケ ッ ト

OCKET～
厚別が音楽であふれるまちに！新さっぽろ駅
周辺の事業者が連携して開催する新たな一
大音楽イベント。新さっぽろ駅周辺の10以上
の会場で開催され、まち全体が一日中音楽ス
テージと化します。詳細は広報さっぽろ厚別
区版6月号でお知らせします。

6/22（土）6/22（土）

ステージ発表や子ども会による縁日
コーナー、パトカー乗車体験や人気の
巨大迷路など、今年も盛りだくさん！

第26回厚別区子どもまつり
～遊び・ふれあい・そして思いやり～

7/7（日）7/7（日）

厚別区の夏の風物詩を今年も開催。30周年を記
念して、厚別3㌻で紹介したキャッチフレーズの
区民投票や綱引きなども実施予定！

第30回厚別区民まつり

8/2（金）～3（土）8/2（金）～3（土） プラネタリウムコンサート
札幌市青少年科学館の最新鋭プラネタリウム室で、
厚別区が誕生してからのあゆみを星空・音楽と共に
振り返る大人向け体験型イベントを開催予定！

厚別区30周年×
メディアアーツ都市札幌事業
自分の動きに映像が反応するなど、子どもも楽しめる体
験型イベントを通して、厚別区の魅力を再発見しよう！

新さっぽろ冬まつり2020
子どもたちに冬の楽しみを届ける大人気のおまつり。
30周年は何が登場するのかお楽しみに！

厚別区誕生30周年記念講演会
新さっぽろ駅周辺地区の開発によって大きく変わる
厚別区をテーマに、講演会を開催予定！

秋～冬頃秋～冬頃
あつべつ食の文化祭2019
区内の食品企業
と連携した食の
イベントを今年
も開催！

第10回厚別歴史写真パネル展
厚別区への入植当時
からのあゆみを写真
で紹介！30周年を
記念した特集も予定
しています。

厚別中央地区・厚別東地区
国道12号線花いっぱいプロジェクト

札幌東部の玄関
口・国道12号を近
隣住民・企業や小
中学生が花で彩る
取り組み。本年度
は30周年を記念
した看板や花文字
で飾ります！

区内各地区でも区内各地区でも
イベントなどが盛りだくさん♪イベントなどが盛りだくさん♪

ふるさと青葉コンサートふるさと青葉コンサート

防災訓練防災訓練 もみじの大広間もみじの大広間

厚別西地区大運動会厚別西地区大運動会
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検索札幌市　申し込み可能

4月11日からの内容を
掲載しています。厚別区からのお知らせ月

①行事名  ②住所  ③氏名（ふりがな）  ④年齢  
⑤連絡先（電話番号・FAX番号・メールアドレスなど）

申込時の必要事項

子ども向け

厚別区役所ホームページにも情報を掲載 検索厚別区役所

講義や体験学習を通して、法律、防災、歴史、芸術など幅広
い分野について学びます。新しい仲間との触れ合いや、心豊
かな生活を見つけるきっかけづくりをしてみませんか！
開講期間　6月11日（火）～11月12日（火）の毎週火曜日
14時～16時（内容によって変更有り）【全21回】
※8月13日（火）、10月22日（祝）は休講
会場　厚別区役所や
市内施設など
対象　厚別区在住の
65歳以上（平成31年4
月1日現在）で、全日程
を受講できる方（受講
経験者は不可）
定員　48人【多数時抽選】
費用　無料（教材・交通費などの実費負担有り）
申込方法　5月9日（木）～17日（金）に年齢を確認できるも
のを持参し直接（土・日曜を除く）
申込先・詳細  地域振興課 b895‒2442

　胃がん・大腸がん検診 　厚別区高齢者教室「瑞
みず

穂
ほ

大学」
　受講生募集 

日時　①5月14日（火）8時45分～10時、
　　　②5月19日（日）9時～10時
会場　厚別保健センター
対象　胃がん（バリウム）：50歳以上で偶数年齢の方（直
前の偶数年齢時に受診していない場合、奇数年齢でも
可）、大腸がん（検便）：40歳以上
費用　胃がん：700円、大腸がん：400円
※減免制度有り。詳細は申込時に確認
申込方法　①4月21日（日）、②4月25日（木）までに電話か
FAXまたはホームページの申し込みフォームで
申込先  札幌市コールセンター b222‒4894
FAX221-4894、HP 

　国民健康保険料の夜間納付相談 

日時　4月11日（木）、25日（木）、5月9日（木）20時まで
場所　厚別区役所1階9番窓口（庁舎東側の時間外出入
口からお入りください）
詳細  保険年金課収納係 b895‒2597

▲模擬裁判の体験学習の様子

ふれあい広場あつべつ ふれあい広場あつべつ で イベントを開催イベントを開催しませんか！
地下鉄東西線新さっぽろ駅1番出入口の近くにあり、ステージや常設の屋根付
きスペースが設置されている「ふれあい広場あつべつ」を貸し出しています。
営利を目的とせず、厚別区のにぎわいづくりや市民交流につながるイベントは、
厚別区が開催を支援できる場合もあります。
※ 秋以降は工事の可能性があるため、利用範囲などが変更となる場合があります。
　詳細はお問い合わせください。

   場        所   ふれあい広場あつべつ（厚別中央1の5）
   使  用  料   1日13,900円、半日7,000円（開催内容により無料になる場合有り）
   開催支援   ボランティアの紹介や区役所でのチラシ・ポスターの配架など
   申込先・詳細   地域振興課 b895-2442

JR新札幌駅

←白石方面 江別方面→南郷通

ふれあい広場
あつべつ

厚
別
青
葉
通

地下鉄
新さっぽろ駅
2番出入口

地下鉄
新さっぽろ駅
1番出入口

新札幌
交番

厚別区民センター
青少年
科学館

厚別区役所

N
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ちあふる・あつべつの子育て情報♪ 
4/1（月）
オープン

  
　厚別山本公園の
  パークゴルフ場などがオープンします

大規模公園として整備が進められている厚別山本公
園のうち、パークゴルフ場（有料・36ホール）やビオ
トープが4月下旬にオープンします。
他のエリアは、整備完了後に順次オープンし、2025年
に完成の予定です。

※ 雪解けの状況などによってオープン時期が変更になる場合
があります。

※ 厚別山本公園パークゴルフ場のオープンに伴い、山本緑地
パークゴルフ場は閉鎖しました。

   場所   厚別山本公園（厚別町山本）
   詳細   もみじ台緑地管理事務所 b897-7805

　子育て講座～離乳のすすめ方

親子で一緒に参加する子育て講座です。管理栄養
士による講話を通して、離乳食のすすめ方のポイン
トを学びます。
日時　5月21日（火）13時30分～14時15分
会場　ちあふる・あつべつ（厚別中央1の6）
対象　1歳6カ月までの子どもとその保護者
定員　10組【先着順】　費用　無料
申込方法　5月7日（火）9時から電話で。札幌市外
在住の方は、5月8日（水）から申し込みを受け付けま
す。
申込先・詳細  健康・子ども課子育て支援担当 
b895‒2514

　サンデーサロン

毎月第4日曜日に開催する子育てサロンです。平日、
子育てサロンを訪れることができない人にもおすす
め！
日時　4月28日（日）10時～
12時（以降毎月第4日曜日）
会場　ちあふる・あつべつ
（厚別中央1の6）
対象　就学前の子どもとそ
の保護者
費用　無料。直接会場へ
詳細  ちあふる・あつべつ 

b887‒8166

 \ 4月下旬 /

厚別通厚別西4の2・5の3

N

厚別山本公園予定地

ビオトープ

公園入口

厚
別
山
本
公
園

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場

山
本
緑
地

パ
ー
ク
ゴ
ル
フ
場（
閉
鎖
）

山
本
川

山
本
線

園路

駐
車
場

中央バス
山本四区

中央バス
山本三区
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